
 

 

 

ご入園のしおり 従業員用 

（医療法人昭和会） 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所の運営は、医療法人昭和会 から委託を受けて、 

（社）全国保育サービス協会正会員・株式会社マミーズファミリ－が行います。 

キッズコートくらしき 

岡山県倉敷市青江 908番地 1 

ＴＥＬ ／ＦＡＸ ０８６－４８６－２２１４ 
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ごあいさつ 

 乳幼児期に大切なことは二つ。 

 

 特に０歳から２歳までは 

 ボクって生まれてきてヨカッタんだ。 

 わたしって、大切にされてるんだ。  と実感できること。 

 「基本的信頼感の確立」といいます。この基本的信頼感が確立されていると、思春期やピンチにあった時、     

強い人になります。 

  

  ２歳から幼児期後半に向けて 

 「自立と自律」 

  「自立」文字通り、自分で自分のことができるようになること。生きる自信につながります。 

 「 自 律 」 生活の約束を守 っ た り 、 大好 き なお も ち ゃ をお友だ ちにか し てあげ られた り ・ ・ ・ と                 

小さなガマンの積み重ねをすること。こうして、人間として生きていくための土台を創っていくのです。 

  

 そのために、私たち保育所と保育者はお子さまへ８つの約束をします。 

 

お子さまへの８つの約束 

 

１．お子さまの目を見て話しかけます。 

２．丁寧な日本語で接します。 

３．テレビ・ビデオなど音の垂れ流しをしません。 

４．どんな小さな赤ちゃんでも、声をかけてから手を差し出します。 

５．お子さまを遠くから大きな声で呼びつけたりいたしません。 

６．安全で快適な保育空間を提供します。 

７．小さなガマンができた時、心から誉めます。 

８．生活のお手本を指し示すと共に、自分でやり遂げようとする時暖かく見守り、 

精一杯励まします。 
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お子さまが目覚めているうちの多くの時間を過ごす保育所は、特別な場所であってはいけません。 

   まるでお家の延長のように、リラックスして過ごすことが理想です。 

事業所内保育所は、職場に近いばかりか、まるで兄弟のような繋がりが実感できます。   

保育目標 

１. 家庭的な環境を配慮し、一人一人の子ども達が、ゆったりとした生活を送り、充実した意識の

中から、想像力豊かな心を育みます。 

 

２.異年齢間で交流する中で、思いやりのある心や人を大切にする心を育みます。 

 

３.「見る」「聞く」「触る」「味わう」「嗅ぐ」の五感を使った実体験を尊重し、探求する心を育みます。 

 

 

細かな連絡・相談を徹底します 

＜毎 日＞ 保育日記・・・お子さまの様子をお伝えしたり、ご家庭からの相談ごとを記入したりする、ご家庭と園との 

架け橋です。 

＜毎 月＞ 保育便り・・・・園全体の様子や行事・誕生日などをお伝えします。 

保育依頼表・・勤務の都合に合わせて、月毎の保育依頼表を提出していただきます。 

＜年４回＞ 担当者が各期ごとの個人別保育目標を記録し、ご家庭にも配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜乳児グループ＞ 

０歳 ～ １歳５ヶ月 

順次登園 

～環境設定保育～ 

おやつ 

～環境設定保育～ 

午睡・遊びなど 
個人に応じて 

～環境設定保育～ 

順次降園 

7:45 

11:00 

15:00 

18:00 

＜幼児グループ＞ 

１歳６ヶ月～６歳 

おやつ 

順次登園 

～環境設定保育～ 

 給食 

午睡 

～環境設定保育～ 

混合グループ 

順次降園 

グループ別活動 
  ～戸外活動等～    

7:45 

9:30 

11:00 

12:00 

15:00 

16:30 

18:00 

    

保育内容 一日の流れ 

お散歩等個人に応じて 
 離乳食 
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年間行事予定（定期のお子様） 

5月  端午の節句 

6月  親子遠足 

7月  七夕まつり   

9月  虫の声を聴く会 

12月 クリスマス会 

1月  餅つき 

  2月  節分 

  3月  ひな祭り／お別れ遠足／修園式 

毎月 身体測定／お誕生会／避難訓練 

    *年２回内科検診を実施   

    

＊クラス編成及び一日の流れや行事予定は、園児数や年齢構成によりやむなく変更する場合があります。 

 

給食について 

 食育の基本は、「食べる意欲を育てること」。そのために離乳食から徹底して「自分で食べたい！」と思える  

 環境を配慮しています。発育にあった食べ方とスプーンの持ち方を援助することにより、幼児期には上手に 

お箸が持てるようになります。 

 給食では陶磁器の食器を使用します。ホルムアルデヒド対策はもちろん、陶器の重みで集中力を高め、  

子どもの食事のマナーを促す形状です。 

  ①昼食及びおやつは、アレルギーや成長発達に配慮し、保育所内の調理室で手作りしたものをご用

意します。（午前のおやつは果物。午後は手作りおやつ） 

  ②延長保育が１時間を超える場合は、簡単な補食をご用意します。 

  ③環境ホルモンを考慮して、食器は陶器製です。温かみのある食器は、感性も育てます。 

  ④給食のメニュー表を毎月配布しています。 

  ⑤有機野菜や無添加調味料など、お子さまのカラダに優しい食材を使用しています。 

  ⑥卵・大豆・小麦など、アレルギーに対応した給食を提供することも可能です。 

  ⑦離乳食は６ヶ月から始めています。 
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【入所概要】 

（１）施設名称 

   キッズコートくらしき 

（２）所在地 

岡山県倉敷市青江 908番地 1 

ＴＥＬ ／ＦＡＸ ０８６－４８６－２２１４ 

（３）設置者 

    医療法人昭和会   院長 宮原 淑人 

（４）施設管理者 

    株式会社マミーズファミリー   代表取締役 増田かおり 

（５）施設の構造 

    鉄筋コンクリート 

（６）保育士の配置 

    園児数等により変動しますが倉敷市事業所内保育事業小規模保育施設基準に基づいた配置をします。 

（７）入所対象 

０才（生後５７日）～６才（就学前）までの乳幼児。 

（８）入所定員 

    １５名  地域のお子様４名（０歳―１名・１、２歳―３名） 

（９）保育料 

①基本保育 

 ・３号認定子ども（満３歳未満） 

    児童の居住地市町村の定める保育所保育料月額を基本としつつ、職員の福利厚生として、次に掲げ 

  る徴収限度額を設定する。 

  月額・・・３０,０００円（関連施設は５０,０００円） 

  ※同一世帯から２児以上保育する場合、２人目から半額 

 ・満３歳以上 

  ３０,０００円（医療法人昭和会に勤務する方） 

  ５０,０００円（医療法人昭和会以外の関連施設に勤務する方） 

  ※同一世帯から２児以上保育する場合、２人目から半額 
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②延長保育 

   保育児 1人      ３０分当たり ２５０円 

③一時保育  

０才（生後６カ月）～６才（就学前）までの乳幼児。 

保育児１人    ３０分当り ８０円（自社） 

               １２０円（自社外） 

    

（１０）給食費 

    ①３号認定子ども（満３歳未満） 

保育料に含みます。 

    ②満３歳以上 

     月額 ６,０００円（昼食、午前・午後のおやつを含む）/夕食 一食 ２５０円 

    ③一時保育 

昼食 一食２５０円  おやつ 1日１００円   

 

（１１）上記以外の費用 

        園外活動など特別に費用が発生した場合は別途実費を申し受けます。 

（１２）保育時間 

① 基本保育（定期のお子様）   ７：４５～１８：１５    

延長保育  １８：１５～２０：１５ 

② 一時預かり         ７：４５～１８：１５ 

（１３）休所日 

 日曜・祝日・12/30～1/3 

     

 

【入退所の手続き等】 

（１）入所時に保護者の方に提出していただく書類 

 ①基本保育   

  ⅰ入所申込書（第１号様式）  【提出先】事務局 

  ⅱ児童調査票         【提出先】保育所 

②一時預かり保育 

一時預かり申込書（第２号様式）【提出先】事務局 
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③毎月提出していただく書類 

  ⅰ翌月の保育依頼表   ＊毎月２７日までに翌月分を保育所に提出して下さい。 

 

（２）申込～入所までの流れ 

①入所申込書等提出（原則として入所日の２週間前までに提出して下さい。） 

      ↓ （一時預かり保育は保育日の前日までに提出して下さい。 

但し、事前に申込書を提出して頂いている場合は、電話での申込が可能です。） 

②入所説明手続き 生育歴や育児方針などを伺い、保育環境について、ご相談致します。  

      ↓  

  ③慣らし保育       保育開始前に２日（１日４時間程度） 

↓              お母さまとご一緒に登所して頂きます。 

④保育依頼表の提出 

↓ 

⑤ご利用開始 

 

（３）保育時間の変更等 

  ①保育日、時間の変更や欠席時の連絡は、わかった時点でご連絡下さい。 

  ②保育時間の延長につきましては、延長が必要とわかった時点でご連絡下さい。 

できる限り対応させて頂きます。 

 

（４）退所 

  退所する場合は、退所日の３０日前までに退所届（第３号様式）を提出して下さい。  

 

（５）保育料等の支払について 

  ①基本保育 

   ・保育料のお支払いは、口座引落しとさせて頂きます。 

  ②一時預かり保育 

   ・保育料は保育所にて当日現金精算させて頂きます。 

 

（６）ご用意頂くもの 

①服装  

・自由です。汚れていいもの、動きやすいものを着せてあげて下さい。 
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・汚れた際に着替えられるよう、肌着／靴下／ﾄﾚｰﾅｰ／ｽﾞﾎﾞﾝ等３組、帽子（冬・夏用季節に応じて１つ）

をお預かりします。 

・汚れた衣類の洗濯は保育所内で行います。 

 

②タオル 

・２、３枚程度。食事の前、トイレの後など、清潔のために個々のタオルを使用します。 

・１０㎝程度のループをつけて下さい。 

③ その他 

・お昼寝用にバスタオル（冬季１枚・夏期２枚）、 綿毛布１枚（春・秋・冬季）を準備して下さい。 

（洗濯は保育所内で行います） 

・おむつが必要なお子さまには紙おむつを準備して下さい。 

＊持ち物すべてに必ず名前を書いて下さい。 

 

 

 

【その他重要事項】 

（１）体調不調時の対応 

 健康状態は、毎日確認することとします。その結果、集団保育が不可と判断した場合は、お預かりできません。 

 また、急に熱が出た、感染症の疑いがある等、集団保育が困難と判断した場合には連絡させて頂きます。 

 集団保育が不可、との判断は、別紙の感染症対応ガイドラインに基づき行います。また、熱がなくても、機嫌が悪い、

下痢をしている、食欲が落ちている、ぐったりとしていて元気がない子どもは、集団保育の中では、病気が長引く可能

性も秘めていますし、ただの風邪でも感染症の疑いがある場合もあり、他のお子さんへの影響も考えられますので、

保育所でお預かり出来ないことがあります。但し、緊急の場合など、お困りの時には、保育士にご相談下さい。 

 

（２）投薬について 

 咳止め、整腸剤などの投薬は医療行為に当たります。そのため、園で保育中に投薬を希望される場合には、   

次のことにご協力下さい。 

  ①保育日記への投薬依頼の記載と保育所備え付けの投薬依頼表にて、必ず投薬の依頼を手渡して下さい。 

② 薬の袋に「名前・投薬時間」（あるいは昼食後など）を記入下さい。 

③水薬は、１回分を計ってご持参下さい。  
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（３）万一に備えて 

 保育中にお子さまの体調がおかしい、と判断した場合やケガ等が発生した場合、保護者の方に連絡をすると

共に、状況に応じては提携医療機関にお連れ致します。 

 保育中に運営会社の不手際・提供物の原因により、お子さまのケガや事故が発生した場合、運営会社が加入

する保険の補償の範囲内にて損害賠償を行います。 

   設置者賠償責任案件の場合 

      ＜保障内容＞ 最高一事故１０億円        一名   ２億円 

 

（４）提携医療機関について 

 ＜緊急時＞ 医療法人昭和会 倉敷北病院 

 

（５）送迎について 

 保護者または通常の送迎者以外の方（代理者）が送迎される場合は、事前の連絡のうえ、 

身分証明書等により代理者であることを確認できるものを提示して下さい。 

 

（６）運営管理会社の概要 

株式会社マミーズファミリー 

 詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。  

           管理本部 フリーダイヤル 0120-194041 

www.mammys-f.jp 

info@mammys-f.jp 

           株式会社マミーズファミリー  松山市萱町２－４－５ 

               Tel 089(947)7881 Fax 089(947)7880 

 

（７）相談窓口 

 利用者の方により良いサービスを提供するため、利用者の方からのご意見・ご要望を承っております。 

いただいたお声は、今後のサービス改善等に役立てさせていただきます。日頃のサービスのご不満やお気づき

の点がありましたらお声をお聞かせ下さい。 

  相談窓口：株式会社マミーズファミリー 管理本部 お客様相談室 

                担当：増田幸恵 

          電話：０１２０－１９４－０４１  ０８９－９４７－７８８１ 

           Mail：info@mammys-f.jp 


